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topics 01.

2021年4月オープン。留学生に「第3の家」を。

OUCHI COMMONS

2021年4月、八王子キャンパスに、新施設として「OUCHI COMMONS（オウチコモンズ）」がオープン。

日本語学習スペース【SHOSAI】やミーティングスペース【CHANOMA】、面談室、展示スペース、さらにフリー

Wi-Fiを備えたランゲージコモンズです。

自国を離れて日本に来た留学生に「第3の家」と思ってもらえるような場を設計し、みんなが集まる「おうち」

を創る狙いがあります。学内で国際性を感じる場として多様な価値観が交わることで、新たな価値創造を促す

留学へのきっかけや気づきの場を提供したいという思いがつまっています。

留学生特別入試の結果、合格された方全員を対象に、

入学年次 1年間に限り、学納金（授業料・実験実習費・

施設拡充費）を30％減免します。また、2年目以降の

学納金もしっかりサポートします！

詳細はP11～P12へ
詳細はP16へ

留学生入学定員 :50名2022年4月　開設予定

topics 06.
学納金減免制度

国際社会に貢献できるグローバル・シチズンを養成。

2 年次には、日本人学生は海外の協定校に、留学生は

国内の協定校に、全員が留学します。

詳細はP7へ

topics 02.

外国語学部国際日本学科（仮称・設置構想中）

topics 04.

国際学生寮 八王子大塚

T-House Hachioji Otsuka

2022年4月、帝京大学 国際学生寮 八王子大塚が誕

生します。多国籍な仲間たちとの暮らしから、文化の

違いを学ぶことができます。詳細はP11～P12へ

NEW

キャリアサポートセンターが一人ひとりにきめ細か

い支援をし、日本での就職をサポートします！日本の

中でも、トップレベルのキャリア形成・就職支援が魅

力です。

詳細はP13へ

topics 05.
就職支援サポート

国際交流アシスタントとは、八王子キャンパスに通う学

生が参加するボランティア活動です。新入生の外国人

留学生に対し、アシスタントがバディとなり、学業面・

生活面でのサポートを行います。キャンパスライフ全

般での支援を通して親睦を深め、お互いの文化の違いに

ついて学んでいます。
詳細はP10へ

topics 03. 国際交流アシスタント & バディ制度
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TEIKYO UNIVERSITY to know with

外国人留学生ランキング

帝京大学は、1966年に創設された 文系・理工系・医療系の学部を有する総合大学です。

教育理念に掲げる「自分流」とは、 自ら考え、自分の力で行動し、その結果に責任を持つこと。 

さまざまな知識や技術の習得を通して 個性を最大限に生かした「自分流」の生き方を身につけ、 

将来の活躍に繋げてほしいと考えています。

780ある日本の大学の中で、外国人留学生数において帝京大学は ベスト 10

にランクインしました。帝京大学は教育指針に「国際性」を掲げており、キャ

ンパス内での異文化交流を始め、留学生活を充実させるための制度や設備、

そして食が充実しています！
※朝日新聞出版　日本で唯一の総合評価詩2020大学ランキング

1966年に経済学部・文学部の2学部でスタートした帝京大学は、以来、時

代の要請に呼応して新学部・学科を設置してきました。現在では、文系・理

工系・医療系にわたる 10学部33学科の幅広い学びを整えています。numbers

10位

卒業生数

これまでの卒業生数は 15万人以上に達しています。「自分流」の生き方を身

につけ幅広い学びを有した卒業生が、企業・官公庁・医療・教育現場など、

あらゆるフィールドで活躍しています。

150,000名以上

海外協定校数

帝京大学では、国際社会において国際的視野に立って判断ができる人材の養

成に積極的に取り組んでいます。本学のグローバルなネットワークはアジア

だけではなくアメリカ、ヨーロッパなど地球規模にまで広がっています。

91校

「就活支援」に超熱心な大学

『プレジデント（プレジデント社）』による調査（2018年）では、帝京大学

の“データを駆使した未来型就活”が高い評価を得ました。リクルートキャ

リアと提携し、学生のデータベースをもとに最適なキャリア形成や就職活動

支援に取り組んでいます。

10位以内

留学生の奨学金利用者の割合

留学生の学ぶ意欲を経済的な面から支援するため、さまざまな種類の奨学金

制度を用意しています。経済的に修学が困難な留学生の負担を軽減する奨学

金のほか、学生の能力に対して給付される奨学金制度も整備しています。

（2020年実績）

21.3%

THE 世界大学ランキング 2021

帝京大学は、ランクインした世界93カ国 1,526校以上の大学の中で

「501-600位」にランクイン。さらに、ランクインした国内の大学 116校

のうちでは11位（同位）であり、私立大学の中では第2位（同位）となりました。

国内私大 2位

知っている大学ランキング関東エリア

関東エリアの高校に通っている高校3年生の「知っている大学ランキング」

で、帝京大学は知名度75.7％、第 13位にランクインしました。
※スタディサプリ進路「大学ブランドランキング2020年最新版」

13位
留学生数

帝京大学では、いち早くグローバル社会の到来を見据え、海外からの留学生

受入れを促進するため、教育プログラムの開発および奨学制度の充実など、

留学生にとって魅力的な学内体制を整備してきました。経済学部を中心に、

多くの留学生が学んでいます。
※2021.5.1現在

1,030名

さまざまな国の留学生

2021年度 本学留学生出身国など

帝京大学では毎年留学生を積極的に受け入れ、アジア圏を筆頭に、世界各国

の留学生が学んでいます。アジア諸国での現地入試、留学生特別入試、提携

校からの短期・長期留学生の受け入れにも力を入れています。

26カ国・地域

学びの幅広さ

10学部 33学科

医学部　 薬学部　 経済学部　 法学部　 文学部　 外国語学部

教育学部　 理工学部　 医療技術学部　 福岡医療技術学部
数字で知る帝京大学
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FACULTY & DEPARTMENT

student voice

経済学部 経営学科　Kim Yujin [キム ユジン ]

実務経験豊富な講師陣による

実学重視の講義

経済学部
Faculty of Economics

これからの経済社会を支え

活躍できる人になる。

経営や会計の知識を養い、
国際的なビジネスをしたい。

帝京大学の学び

帝京大学は、 一人ひとりの将来に向けた学びに応える 多彩な学部・学科を設置しています。

実践を通して学ぶ「実学」、 異文化理解を学ぶ「国際性」、 幅広く学ぶ「開放性」を教育の中心に置き、 

個性を生かした“自分流”を身につけた 未来に羽ばたく人材を養成します。

講義では、専門分野の研究者はもちろん、実業界や官界出身の実務経験豊富

な講師陣が教壇に立ち、実体験に基づいた、より実践的な講義を受けること

ができます。たとえば経済学部では、経済活動の現場を知り、実学から理論

へと進んでいく「実学重視」のカリキュラムにより、実践的な戦略を学ぶこ

とができます。

日本や世界の経済、企業経営や観光・スポーツ事業などについ

て実践的・理論的に学びます。経済・経営は私たちの生活と密

接に関わっているもの。確かな知識やスキルを身につけ、これ

からの時代を動かす人材をめざします。

経済学科 経済の動向を分析し、課題に取り組む能力を備え

たビジネスリーダーを育成します。

世界の国々と仕事をしている父の姿を見て、留学

を決意。今はミクロ・マクロ経済や経営戦略など、

経営の基礎を学んでいます。 キャンパスは留学生

も多く、 交流を深めることで他国の文化も理解で

きるように なりました 。 在学中に経営学と国際

感覚を身につけ、将来は国際的な仕事を したいと

考えています。

学部・学科の枠を越えて

幅広い学問領域を履修できる

各学部・学科の詳しい内容については

こちらからご確認ください。

学部・学科の枠を越えて、学びたい学問を自分流に選択できるのも本学の特

徴です。八王子キャンパスの経済学部・法学部・文学部・外国語学部・教育学部・

帝京大学短期大学で開講している専門教育科目の一部について、選択履修す

ることができます。

国際経済学科 グローバル化、国際経済、アジア経済について深

く学び、異文化理解と国際感覚を持った能力と資

質を鍛錬します。

経営学科 ビジネスの現場で生じる、さまざまな問題に対処

できる能力を養います。

観光経営学科 幅広い教養、豊かな国際感覚、確かな専門知識と

行動力をあわせ持つ人材を育成します。

student voice

文学部 日本文化学科　Martel Jimmy [マーテル ジミー ]

文学部
Faculty of Liberal Arts

社会の発展に貢献する

専門性と教養を育む。

日本文化や日本文学など大好きな
分野が学べて楽しいです。

日本の文化・歴史社会などを深く学び、さまざまな職業の実践

に応用の利く専門性と幅広い教養を身につけます。自分の興味

のある分野を選び、専門性を生かしながら、その分野が抱える

諸問題の解決に貢献できる人材をめざします。

日本文化学科 日本文化に関する多様な知識と豊かな日本語能

力、国際的視野を備えた人材を育成します。

日本の小説の翻訳本を読んだのをきっかけに独学

で日本語を学び始めましたが、日本で語学と文学

を本格的に学びたいと一念発起。日本の伝統文化

や文学の理解は難しいですが、専門的に学習でき

ることがうれしいです。放課後は、バンドサーク

ルでメンバーと練習に励むなど、楽しい大学生活

を送っています。

史学科 これまでの社会の動きを歴史的・理論的に考察し、

総合的な判断ができる人材を育成します。

社会学科 社会・文化・人間に関する新しい視点を開き、論

理的思考力を育成して人間的な成長をめざします。

心理学科 基礎心理学と並行して、臨床心理学などの専門分

野もバランスよく学ぶことができます。

student voice

法学部 法律学科　Gao Shuo [コウ ソ ]

法学部
Faculty of Law

法的ニーズに応えられる

リーガルマインドを養う 。

大学院進学をめざし、
法律の基礎を身につけています。

法律や政治、行政についての基礎知識を修得しながら、同時に

バランスのとれた判断力と論理的思考力を得るために、文章力

やディスカッション能力を養います。また、グローバル化に対

応できる英語力も身につけます。

法律学科 法学に関する知識と法的思考能力の育成を中心と

した実学教育を実施します。

幼なじみの両親が法学の先生をしていた影響も

あって、国際弁護士になりたいと思うようになり

ました。その夢を叶えるために法学部に進学。帝

京大学の魅力は、学内に模擬法廷があり、リアル

な法律を体験的に学べること。大学院進学も見据

え、現在は、刑法、民法、国際法などの基礎を身

につけています。

政治学科 国際的視野、広い知的関心を持ち多面的に活躍す

る政治知識、政策的思考能力を備えた人材を育成

します。

学部・学科
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student voice

外国語学部  外国語学科 英語コース　Wang Di   [オウ  テキ ]

外国語学部
Faculty of Language Studies

実践的な学びにより

真の国際人をめざす。

ネイティブの先生による授業で
英語の基礎力を磨いています。

単に文法や単語を覚えることが、外国語を学ぶということでは

ありません。その国の文化や風習を知り、異文化への理解を深

め、語学力とコミュニケーション能力をあわせ持つ真の国際人

をめざします。

外国語学科 異文化への理解を深め、語学力とコミュニケー

ション力をあわせ持つ、国際社会で活躍する人材

を育成します。

1年次~ 2年次春期 留学前の集中語学プログラム

2年次秋期 全員留学 1セメスターの海外留学。 

 原則として2年次秋期に全員が留学。

3 ~ 4年次 留学後のフォローアップ

＿  英語コース ＿  スペイン語コース 

＿  ドイツ語コース ＿  中国語コース

＿  フランス語コース ＿  コリア語コース

語学ができれば外国人観光客の手助けができると

考え、外国語学科に入学。この学科は少人数クラ

スで、学習に集中できる環境が魅力です。「スピー

キング&リスニング」は、ネイティブの先生が文

法や発音を細かくチェックしてくれる実践的な授

業で、英語力が鍛えられていると実感しています。

国際日本学科（仮称・設置構想中）

※外国籍の方は、ビザ申請が必要となる場合があります。
（ビザが発給されない場合は、渡航できません。）

student voice

教育学部　教育文化学科　

Mohd Nazlan Bin Mohd Fariz

[モハマド ナズラン ビン モハマド ファリズ ]

教育学部
Faculty of Education

教員をはじめ、広く社会に

貢献できる人になる。

母国の教育レベルを高めたい。
その夢に向かって、頑張っています。

教員をめざす人はもちろんですが、教育に関する知識は官公庁

や民間企業などさまざまな場所で生かすことができます。人と

関わり、どう導いていくのか社会人に欠かせないコミュニケー

ション能力や人間力を育みます。

教育文化学科

日本語教員養成課程

中学校・高等学校教員、公務員や企業の教育関連

職など、幅広く教育にかかわる人材を育成します。

日本の高度な教育を母国マレーシアに広めたい、

と留学を決めました。必修科目の教育研究リテラ

シーでは、教育研究を進める上で必要なリテラ

シーを身につけられるのが魅力。苦手な分析やプ

レゼンテーションを克服したいと思い頑張ってい

ます。

日本国内外の日本語教育機関や海外との取引のある企業への就職、国際

的なNGO活動や青年海外協力隊への参加、各地域・学校における日本

語教育のボランティア活動への道を開くことを目的としています。

帝京大学短期大学

幅広い教養と実務技術を習得。

大学編入も可能。

ビジネスマナーやビジネスに関する知識など、社会に出たらすぐに生かせる

事柄を中心に学ぶことができます。実務経験の豊富な教員による、実践的な

講義が多いため、将来どんな社会人になりたいか、考えながら学べます。

人間文化学科 7つの学びの軸を通して教養・知識・技術を習得し、大学

への編入学や就職へつなげる。

現代ビジネス学科

編入学

※詳しくはホームページをご覧ください。http://www.teikyo-u.ac.jp/

帝京大学
短期大学

編入学試験

・学科試験 

・面接 

・書類審査

帝京大学

・経済 ・法 ・文
・外国語 ・教育 ・理工学部
※編入学入学金減免制度あり

複雑・多様化するビジネス社会で必要とされる知識と技

術を身につけた人材を育成する。

日本語予備教育課程  1年課程 

大学・大学院への進学を目的とした、
留学生向け日本語教育プログラムです。

日本語予備教育課程では、帝京大学への進学を希望する学
生のために特別入試制度や納入金減免制度があります。

対象学部

経済学部(経済学科・国際経済学科・経営学科・観光経営学科)・法学部・文学部・

外国語学部・教育学部(教育文化学科)および帝京大学短期大学の各学科

*日本語力および成績による条件があります。

日本語を母国語としない

留学生の日本語学習をサポート。

日本の大学や大学院で学びたいが日本語に自信がない外国人留学生のため

に、1年間の日本語予備教育課程を設置しています。「日本語で」大学や大

学院で専門分野を学ぶことを前提に、不安のないレベルに上達できるように

カリキュラムが設計されています。また、校外学習や日本人学生とのディス

カッション授業を通じて、生きた日本語を学ぶことができます。

日本語予備教育課程についての詳しい内容や入学試験要項は、

こちらからご確認ください。

実践的な言語コミュニケーション能力を持ち、国際的視座から日本を学び、グローバル共生の

基礎となる異文化理解能力を身につけ、国際社会に貢献できるグローバル・シチズンを養成します。

世界的な視点から日本を捉え、「国際日本学」研究を段階的に入門から専門科目ま
で学ぶことができます。そして、自己の研究テーマを持ち、グローバル共生社会
が直面する課題を理解し、解決する態度と能力を身につけます。

日本人学生と留学生が一緒になり、授業をバイリンガルで進めていく
ことが、国際日本学科の特徴です。協働学修を通して多様な価値観を
学び、世界の中の日本という視点で日本を捉え、日本を発信できるグ
ローバル人材を養成します。自分のことを知ってもらい、相手のこと
を知るという異文化理解に積極的にチャレンジできる熱意ある人、ぜ
ひ来てください。日本をはじめ中国、フランス、ドイツなど、豊富な
国際経験を持った17名の教員が皆さんを待っています。

藤森弘子 教授（学科長就任予定）

言語が好きな人、そして他の文化も知りたい人にとって
最適な学びの場です。

1  「世界の中の日本」の理解と発信

1年次から4年次までの少人数によるセミナークラスがあり、日本語と英語を共通
言語として、日本人学生と留学生が協働で課題に取り組み、学び合う中で、異文
化理解能力を身につけます。

2  協働学習を通じた異文化理解

2 年次には、日本人学生は海外の協定校に、留学生は国内の協定校に、全員が留
学します。「語学・文化研修プログラム」として、留学生は日本語を学ぶだけでなく、
日本の地域文化や産業の多様性を体験します。

3  語学・文化研修で全員留学

1年次は毎日日本語科目を学習し、2年次には協定校での語学・文化研修プログラ
ム、その後の応用日本語・発展日本語科目を通して、高度な語学力を身につけます。
日本語能力については日本語能力試験 N1、CEFR の B2~C1 レベルを目指します。

4  充実した言語学習によるコミュニケーション能力の向上

2022年4月 開設予定
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CAMPUS LIFE SUPPORT
学生生活サポート

学生生活をきめ細かくサポート !

国際交流センター
国際交流センターは、日々高まるグローバル化の波と日本の教育界における国際

化推進の課題に応えて設立されました。日本語予備教育課程、指導相談部門およ

び事務グループがあり、外国人留学生の受け入れや日本人学生の海外留学に関す

る協定締結などを行っています。現在八王子キャンパスには、約 1,030名もの

外国人留学生がおり、帝京大学にいるだけで多くの外国語や異文化と直接触れ合

うことができます。

バディチーム
新入留学生には、国際交流アシスタントのバディが入学時に紹介されます。

「よき相談相手」、「よき友達」として、新入留学生が帝京大学の生活に早く

馴染めるよう履修登録などの学習・生活面を半年～ 1年間サポートしてくれ

ます。

留学生が安心して大学生活を送れるように、 

学習面から住まいのことまで充実したサポート体制を整えています。 

困ったことがあれば、何でも気軽に相談してください。

そのほかにも多彩な支援体制でしっかりサポート

スタートアップセミナー

新入留学生がスムーズに大学生活をスタートできるよう、国際交流アシスタントと

一緒にグループワークを行い、コミュニケーションを深めます。

留学生インバウンド保険 (大学負担で加入)

もしものときの賠償費など、日本での留学生活をサポート。留学生本人が病気や事

故にあった場合に家族が来日する費用も補償します。

留学生基礎力調査

日本語実力テストと学生の資質や思考力、日本語学習に関するアンケートを新学期

に実施。それぞれの留学生に適したサポートが行えるように活用しています。

日本語ラウンジ／ English Cafe

レポートの書き方やプレゼンテーションの仕方など、日々の学びで役立つ日本語講

座を実施します。

在学生も全力で留学生をサポート !

国際交流アシスタント
留学生を含む帝京大学生が国際交流アシスタントとして留学生を全力でサ

ポートしています。国際交流アシスタントは4つのチームに分かれており、

イベントの開催や学習面・生活面のサポート、学生募集広報などを行ってい

ます。留学生の国際交流アシスタントも活躍しているので、母語で相談する

こともできます。
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2022年4月、帝京大学 国際学生寮 八王子大塚が誕

生します。個室部分でプライベート空間を確保しつ

つ、ラウンジやキッチンを共有することで、日常的

に多文化的交流が可能です。

OUCHI COMMONS

留学生の「第3の家」
本学の教育指針「国際性」「開放性」を標榜する新たな施設。

留学生を対象とした日本語ランゲージコモンズの機能と

海外留学を希望する学生の情報発信の機能を

組み合わせた日本人学生と留学生が「共生」できる

最適な空間提供をめざします。

国際学生寮 八王子大塚
T-House Hachioji Otsuka

2021年4月、帝京大学八王子キャンパスに、新施設として「OUCHI 

COMMONS（オウチコモンズ）」がオープンしました。これは 11号館 1階を

改修して新設したもので、日本語学習スペース【SHOSAI】やミーティング

スペース【CHANOMA】、面談室、展示スペース、さらにフリーWi-Fiを備

えたランゲージコモンズとなります。

八王子キャンパスは創立50周年を機にキャンパスリニューアルとして、ソラ

ティオスクエア（地上21階、地下2階）を建設し、既存棟も全棟リニューア

ルを進めています。既存棟の 1つである 11号館 1階の改修工事を実施し、帝京

大学の国際化推進の一つ「日本語を軸としたランゲージコモンズ」を新設して、

2021年4月から利用を開始しました。学生らがリラックスしたり、刺激があっ

たり、学内で異文化やグローバルを体感、自由な発想や多様な価値観を創造す

ることのできる、コミュニケーションの拠点となるような空間をめざします。

また「OUCHI COMMONS」には、ミーティングスペースや自習エリア

【CHANOMA】などのパブリックエリアとリフレッシュスペースなどを配置、

また、展示スペースには本学と協定を締結する海外大学のグッズ等を設け、ま

た留学生の受け入れや海外留学を担当する事務局の国際交流センターも併設さ

れた多様性に富んだ空間構成となっています。

デザインコンセプトは、自国を離れて日本に来た留学生に「第3の家」と思っ

てもらえるような場となるよう、部屋と部屋を引き戸で仕切る日本家屋の造り

をイメージしたレイアウトと、居心地のいいスケール感や木目の温かみなどを

大切にした、みんなが集まる「おうち」を創る狙いがあります。

また、海外留学を希望する日本人学生にとって、学内で国際性を感じる場とし

て多様な価値観が交わることで、新たな価値創造を促す留学へのきっかけや気

づきの場を提供したいという思いがつまっています。

八王子キャンパス内には、9号館 1階に英語を軸とするランゲージコモンズ

「Teikyo Language Commons（通称：テラコ）」があり、今回新設され

る「日本語を軸とするランゲージコモンズ」と今後連携しながら、本学の国際

化を積極的に推進していきます。

エントランス ラウンジ 居室

学生生活サポート

大学から徒歩6分の好立地！

留学生は保証人不要。

来日後即日入居可

POINT
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EMPLOYMENT SUPPORT

就職支援サポート

留学生専門だから確かなフォロー

留学生専門キャリアアドバイザー
キャリアサポートセンターでは留学生専門のキャリアアドバイザーを配置

して、日本での就職をめざす留学生をサポートしています。留学生を取り

巻く求人状況や企業の情報を元に、履歴書・エントリーシートの書き方、

面接マナー、就職活動の方法など、個々の状況に応じて適切なアドバイス

を行います。

留学生の就活をきめ細かくサポート

留学生就職ガイダンス
日本での就職を希望する留学生を対象に、さまざまな支援を行っています。
・留学生のための履歴書の書き方講座
・留学生のためのインターンシップ参加説明会
・留学生のための就職ガイダンス
・留学生向け企業課題解決型プログラム
・インターンシップ説明会　　など

SORATIO KITCHEN(学生食堂 )
天井が高く広々とした北欧風の空間で、見晴らしも抜群で
す。一人席やソファ席など、約 1,000席を設けています。

就職をめざして日本語をレベルアップ

ビジネスに活かせる日本語講座
就職活動やビジネスで使える日本語力を身につけるための日本語講座を課外

講座として開講。さらなる日本語のレベルアップをめざします。また本学入

学後に日本語能力試験N1、BJTビジネス能力日本語テストJ2以上取得者

には、資格取得支援金を用意し、留学生の資格取得をバックアップします。

授業の中でキャリアについて学ぶ

豊富なキャリア支援科目
「キャリアデザイン演習」や「留学生のためのキャリアデザイン基礎」など、

早い段階から留学生を対象に、なりたい夢や日本での就職に向けてイメージ

を深める科目を設置しています。特に「キャリアデザイン演習」は、キャリ

ア形成を考えるきっかけとなる大切な科目です。

日本国内での就職を希望する留学生のために、多彩な制度を用意。 

一人ひとりの将来の目標の実現に向けて、

本学ならではの手厚いサポートがここにあります。

HACHIOJI CAMPUS

八王子キャンパス

新校舎棟「SORATIO SQUARE(ソラティオ スクエア)」は太陽光発電装置の導入や

地熱利用など省エネに配慮しながら、多摩丘陵の豊かな景観や地形と一体的にデザインすることにより、

帝京大学の教育理念や伝統ある学問の積み重なりを表現しています。

一般教室をはじめ 1,000人収容できる食堂やホール、アリーナも設置。

ぜひ、あなたのお気に入りの場所をみつけてみてください。

student voice

経済学部  経営学科

Gao Ning  [コウ ネイ ]

大学生活は、学業とプライベート両方充実して、とても楽しい4年間でした。

学業では、カリキュラムが豊富で、授業が選びやすく、先生たちも丁寧に教えてくれるので、わかりやすい

です。専門知識を身につけるだけではなく、日本語能力も高められます。プライベートでは、留学生向けの

イベントが多く、日本人学生との交流が深められます。また、留学生の就職サポートにも力を入れているこ

とも大きな魅力です。困った時に相談できる先生がたくさんいるので、とても心強いです。

株式会社ブルボン 内定

ACT Three(学習スペース )
自主学習を支援するアクティブラーニングとラーニングコ
モンズ施設。7つの学習エリアを設けています。

キュリオシティホール
1,000人収容できる大ホール。音響設備も整い、講演会や
シンポジウムなどに幅広く利用されています。

帝京大学総合博物館
教員や研究者、学生の研究成果を企画展示。本学の歴史や
クラブ、各キャンパスの活動なども紹介しています。

SORATIO SQUARE ARENA

バスケットボールやバレーボール、バドミントン、ハンド
ボールのコートを設置。観客席も完備しています。

MELIC(図書館 )

蔵書約80万冊、1800席の快適な読書・学習空間。PCステー
ション、グループ学習室も備えています。

TNec(演習室 )
机と椅子が自由に動かせ、タブレット端末も完備していま
す。活発な議論や学習に没頭できる施設です。

キャリアサポートセンター
将来に向けたキャリア形成を支援します。スタッフが一人
ひとりの夢の実現をきめ細かくバックアップします。

大学売店
文房具やサークル・クラブ活動で使用するアイテムを販売。
帝京大学オリジナルグッズも好評です。
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授業や大学生活など、気になる日本での留学生の1日。 
今回は、ホルジナ アンナさんのある日の1日に密着しました。

どんな1日を過ごしているの?

学校がある時の
とある1日です。 
では、Let's go!

子どものころに日本のアニメを見て、日本語の美しさにひかれ、高
校時代から日本語を学習し始めました。将来の目標は心理カウンセ
ラーになり、人の助けになることです。帝京大学の先生は企業で働
いた経験のある先生も多いので、学問にとどまらずさまざまな話を
聞けて、 とても勉強になります。「臨床アセスメント法」という授
業では、クライアントと対話する演習もあり、実践的な内容が参考
になりました。空き時間はよく図書館 (MELIC)を利用しています。
窓から見える自然いっぱいの風景は、母国の雰囲気と似ていて大好
きです。 とても心が落ち着き、レポート作成もはかどります。

a day with international students

朝にその日の授業の準備をします。

ランチタイム。ほっとひといき。

臨床心理学概論の授業。 
将来の夢にも関することなので真剣です。

TeLaCoで自習。集中できる環境です。

図書館でレポートを作成。
窓から見える 景色も好きで、
お気に入りの場所のひとつ。

母国の雰囲気に似た 緑豊かな環境が大好き。
夢を叶えるために、 毎日学習に励んでいます。

学校の後はアルバイトに !

徒歩で大学へいきます。（運動にもなります！）

掲示板やポータルサイトを見て、
その日の情報やイベントをチェック。

student voice

倀㳔ꌃ 䖥槏㳔璇
Horuzina Anna

ػ٤ؓ ػةٌٜ] ]

※1 学生傷害保険費は、学研災付帯賠償責任保険を含む金額です。なお、保険費は変更になることがあります。
※2 『入学手続時納入金額』の内訳は、入学時のみ納入するものと授業料・施設拡充費・実験実習費・図書費・後援会費の前期分です。後期分の納入方法については、入学後に本学より通知します
  (後期分の納入期限は2021年10月末日となります)。
※3 休学・留年等により進級できなかった場合、新たに所属する年度および年次の学納金が適用されます。
※4 編入学については、保険料が異なります。また、外国語学部外国語学科は2年次編入学の募集はありません。詳細は、入学試験要項をご確認ください。
※5 外国語学部外国語学科は、2年次秋期に全員が留学するため、留学費用が別途必要となります。費用の詳細はホームページをご確認下さい。
 なお、2年次後期分の授業料、施設拡充費、図書費については免除となります。
※6　外国語学部国際日本学科は原則として2年次春期に語学・文化研修プログラムを実施し、費用が別途必要となります。（現在調整中）
※7　経済学部 国際経済学科のみ1年次に「実験実習費　11,200円」が必要です。

部分の入学金・学生傷害保険費・後援会入会金は、入学時のみ納入するものです。

※ 2021年度の金額は減免後の金額です。 
※ 編入学（2年次・3年次）の納入金については、入学試験要項で確認してください。

帝京大学の奨学金

納入金

学納金減免制度

留学生特別入試の結果、合格された方全員を対象に、入学年次 1 年間に限り、
学納金(授業料・実験実習費・施設拡充費)を 30%減免します。

※ 学納金は変更する場合があります。

経済学部（経済学科・国際経済学科・経営学科・観光経営学科）・
法学部・文学部・外国語学部・教育学部（教育文化学科）・
帝京大学短期大学の各学科

対象学部

入学年次 1 年目の学納金を約30~50万円減免 !

私費外国人留学生成績優秀者奨励費

優秀な外国人留学生の学業を支援するために、
本学の指定する一定以上の成績を収めた
学部・短大在籍2年目以上の学生に対し、
奨励費として30万円または50万円を給付する制度です。

2 年目以降の学納金もしっかりサポート

SCHOLARSHIP & TUITION 奨学金・納入金  

EXAM INFORMATION

単位：日本円文学部 ӏ ）。んせまりおてし施実は験試学入編（科学理心

授業料 施設拡充費 実験
実習費 図書費入学金入学方法 学生傷害

  保険費 ※1
後援会
入会金 後援会費 入学手続時

納入金額 後期分  初年度納入
金額合計※2 ※3

263,000

-

4,660

-

662,460 389,800 1,052,2605,000

-

573,300

819,000

22,000

22,000

14,700

21,000

159,600

228,000

10,000

10,000

1年次
入学※4

2021年度
減免後の金額

2022年度以降 納入金
【年額】 【合計】1,100,000

外国語学部 ӏ 外国語学科 英語コース  ※5
単位：日本円

授業料 施設拡充費 実験
実習費 図書費入学金入学方法 学生傷害

  保険費 ※1
後援会
入会金 後援会費 入学手続時

納入金額 後期分  初年度納入
金額合計※2 ※3

263,000

-

4,660

-

658,960 386,300 1,045,2605,000

-

573,300

819,000

22,000

22,000

7,700

11,000

159,600

228,000

10,000

10,000

1年次
入学※4

2021年度
減免後の金額

2022年度以降 納入金
【年額】 【合計】 1,090,000

帝京大学短期大学 （編入学試験は実施しておりません。） 単位：日本円

授業料 施設拡充費 実験
実習費 図書費入学金入学方法 学生傷害

  保険費 ※1
後援会
入会金 後援会費 入学手続時

納入金額 後期分  初年度納入
金額合計※2 ※3

250,000

-

2,430

-

601,380 343,950 945,3305,000

-

532,000

760,000

22,000

22,000

7,000

10,000

116,900

167,000

10,000

10,000

1年次
入学※4

2021年度
減免後の金額

2022年度以降 納入金
【年額】 【合計】 969,000

単位：日本円

経済学部
法学部
文学部

ӏ 経済学科  ӏ 国際経済学科 ※7 ※5 ※6 ӏ 経営学科  ӏ 観光経営学科
ӏ 法律学科  ӏ 政治学科
ӏ 日本文化学科  ӏ 史学科  ӏ 社会学科

外国語学部

教育学部

ӏ 外国語学科  ӏ 国際日本学科  ドイツ語コース／フランス語コース ／
スペイン語コース／中国語コース／
コリア語コース

ӏ 教育文化学科

授業料 施設拡充費 実験
実習費 図書費入学金入学方法 学生傷害

  保険費 ※1
後援会
入会金 後援会費 入学手続時

納入金額 後期分  初年度納入
金額合計※2 ※3

263,000

-

4,660

-

655,110 382,450  1,037,5605,000

-

573,300

819,000

22,000

22,000

-

-

10,000

10,000

1年次
入学※4

2021年度
減免後の金額

2022年度以降 納入金
【年額】 【合計】1,079,000

159,600

228,000

SCHOLARSHIP 

TUITION 

13:00

14:45 19:30

10:00 9:30

9:00

8:30

12:00
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9
19 SUN 

● 京王線「高幡不動駅」より、京王バス1番のりば「帝京大学構内」行きに乗車（直行11分、各停13分）、終点「帝京大学構内」下車

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により変更する可能性があります。本学HPにて最新情報をご確認ください。
※参加には事前予約が必要です。

● 京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」より、京王バス2番のりば「帝京大学構内」行きに乗車（直行15分、各停17分）、終点「帝京大学構内」下車
● 京王相模原線「京王多摩センター駅」、小田急多摩線「小田急多摩センター駅」、多摩モノレール「多摩センター駅」より、
京王バス4番のりば「帝京大学構内」行きに乗車（直行14分、各停18分）、終点「帝京大学構内」下車

● 多摩モノレール「大塚・帝京大学駅」より、徒歩約15分

八王子キャンパス
Hachioji Campus

Access

https://www.facebook.com/teikyoglobal/

公式Facebookで最新情報やイベント情報も配信中

帝京大学 八王子キャンパス 国際交流センター
〒192-0395  東京都八王子市大塚359  TEL :042-678-3533

帝京大学 ホームページ

www.teikyo-u.ac.jp

OPEN CAMPUS
留学生のための

ミニ進学説明会

帝京大学のことがよくわかるオープンキャンパス！ 今年は対面開催！ 
新型コロナウイルス感染症対策をしっかり行います！ お気軽にご参加ください。

7
11 SUN 

★大学説明・入試説明会　
★留学生の先輩とのフリートーク
★入試個別相談

★体験授業
★キャンパス見学ツアー　
★教員による学科個別相談 

① 10:00～12:30　 ② 13:30～16:00

www.teikyo-u.ac.jp/global/event

事前予約制

事前予約制

事前予約制

予約はコチラから！

6
26 SAT

8
28 SAT

オンライン 大学説明会・個別相談

自宅から、説明会や個別相談に参加可能！
なんでも相談してみよう！
※ 個別相談は1人最大30分です。

10:00～13:007
31 SAT

9
25 SAT

10
23 SAT

キャンパス開催（2部制）

進学についてなんでも相談してみよう！
留学生の先輩にも気軽に相談できます。

10:00～12:00
キャンパス開催

オンライン開催

定員各部100名（予定）

定員30名（予定）


